
 

 

 

Vision2020-2024 学校法人岩手医科大学中期計画 

2020年度の検証結果及び一部変更等 

 

 

本法人の中期計画は、その取組・進捗状況を検証の上、必要に応じ計画の見直し

を行い、事業の適切な推進に努めることとしています。 

2020 年度は、各部門における取組・進捗状況の検証結果とコロナ禍の影響や大

学の財政状況等を踏まえ、実施時期や規模の見直し等を行いました。 

 

１．検証結果・・・資料 1 

（１）基 準 日 2020年 10月１日 

（２）対象事業 中期計画に基づく 2020年度実施予定事業（全 116事業） 

（３）検証結果 （ア）計画どおり達成した・・・・・・・・・・24事業 

（イ）計画どおり達成する見通し・・・・・・・81事業 

（ウ）計画どおり達成する見通しが立たない・・11事業 

  

２．中期計画の一部変更等・・・資料２ 

（１）変 更  16計画 

（２）追 加   2計画 

（３）中 止   2計画 

 

 

2021 年 3 月 29 日 

評議員会諮問・理事会承認 



Vision2020-2024 学校法人岩手医科大学中期計画の各部門における検証結果
資料1

（ア）「計画どおり達成した」事業（24事業）

大学院医学研究科における教育課
程の充実

ICTの充実

社会の要請およびステークホルダーに応じた教育
プログラムの策定

教員の教育研究活動能力の向上

2021年度入試に向けた入学定員の削減

ホームページによる情報発信

クラス担任制度の強化

卒業時、卒業後アンケートの実施

教育設備（矢巾キャンパス施設の
視聴覚機器）の更新

矢巾キャンパス施設の視聴覚機器

ファクトブックの継続的作成と公開

学修支援アンケートの実施と解析、公表と学生へ
のフィードバック

IR活動に関する情報収集

教育設備（マルチメディア教室
ノートパソコン）の更新

マルチメディア教室ノートパソコンの更新（各年
度４０台）

内丸図書館医療情報コーナーでの情報提供

矢巾附属病院医療・防災情報スペースの整備（図
書整備、パンフレットの更新）

入試制度改革の推進と入学者の安
定的確保

大学案内発行、受験生専用ホームページの管理運
営

就活支援ブック・広報用リーフレットの印刷等

求人検索システムの運用

領域 区分

教学IR(Institutional Research)
の推進

薬学部の適正な入学定員の設定と
その維持に必要な志願者の確保に
向けた取り組み

中期計画 タイトル 2020年度の 主な実施事業等

医学部における教育の質の向上と
学修成果達成に向けた医学教育の
推進

地域への情報発信

学生の希望を叶えるためのキャリ
ア支援体制の構築

薬学部における教育の質向上と学
修成果の判定方法の開発に向けた
取り組み

教育、
研究関係
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Vision2020-2024 学校法人岩手医科大学中期計画の各部門における検証結果
資料1

教育、
研究関係

医療専門学校の入学生確保と国家
試験合格率の高位維持

満足度の高いオープンキャンパスの工夫

産業保健の仕組みの活用（安全衛生委員会への報
告、長時間勤務者との面談、診療科毎の対応協
議）

タスク・シフティング（業務移管）の推進（診断
書代行作成、特定行為者の養成）

情報システムの統合化 仮想サーバメモリ増設

高品質・高信頼な情報ネットワー
クの運用

矢巾地区A敷地無線LAN整備

情報セキュリティ強化 ペーパーレス用iPad追加購入

施設設備関係
建築物・建築設備維持運用にかか
る修繕（矢巾キャンパス電気室の
直流電源装置蓄電池設備更新）

矢巾キャンパス電気室の直流電源装置蓄電池設備
更新修繕（厚生機械棟3階・4階、東研究棟、東講
義実習棟3階、体育館）

　（イ）「計画どおり達成する見通しにある」事業（81事業）

内丸地区跡地活用計画の検討推進 内丸地区跡地活用計画の検討推進

広範にわたる募金活動の展開
（継続的な募金パンフレットの作成、送付、ホー
ムページの更新）
顕彰活動の継続実施
（表彰、記念品贈呈、寄付者銘板の作成）

大学院医学研究科における教育課
程の充実

情報公開の充実及び 募集広報方式の改革

医師国家試験対策

学修支援体制の強化

大学院歯学研究科における学位論
文の審査基準の設定及び学生への
事前周知

学位論文審査基準の見直し

事業活動資金の確保に向けた募金
活動の継続実施

診療関係
医師の時間外労働規制に対する取
り組み

管理運営関係

医学部における教育の質の向上と
学修成果達成に向けた医学教育の
推進

創立120
周年記念事業
関係

教育、
研究関係

領域 区分 中期計画 タイトル 2020年度の 主な実施事業等
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Vision2020-2024 学校法人岩手医科大学中期計画の各部門における検証結果
資料1

教育課程の充実

学生受け入れ方針の検証・改定

広報活動の充実

入試科目、入試方法の検証、検討

計画的な教員の選考

教員選考方針の検討

組織編成、定員の見直し

広報活動による薬学の紹介

高大連携の取り組みを実施

教育的質の向上を目指した教員組織体制の見直し

学習内容の見直し

学修成果の判定

薬学研究科の４つのポリシーの見直し

学位授与に係る基準や規程の見直し

薬学研究科の指導教員の研究・教育能力の向上

学内の他研究科の学位取得を支援する取り組み

薬学研究科修士課程の入学者確保対策

教育課程の抜本的な見直し

看護学部の将来構想を踏まえた中長期的採用計画
の策定と履行

戦略的な国家試験対策の積極的な展開

薬学研究科における４つのポリ
シーの見直しと教育課程の整備

薬学部の適正な入学定員の設定と
その維持に必要な志願者の確保に
向けた取り組み

薬学部における教育の質向上と学
修成果の判定方法の開発に向けた
取り組み

歯学部入学生の確保

教育、
研究関係

歯学部における教育研究組織の整
備

看護学部完成年度以降も学部を安
定的・発展的に機能させていくた
めの教育研究基盤の再構築
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Vision2020-2024 学校法人岩手医科大学中期計画の各部門における検証結果
資料1

全学的教育改革の支援

教員研修の積極的な実施

e-ラーニングに関する検討・サーバ等資源整備検
討

多職種連携等の全学的な科目の検討

アセスメントテストの実施と解析

集約した情報のデータベース化及び分析・可視化
ソフトの導入

初年次教育の強化 カリキュラムの見直し

実習等に係る機器等（教養教育セ
ンター）の年次更新

他科目等に関する機器等の整備

シミュレーション教育の充実 機器の新規購入・更新と維持管理

研究成果の社会還元支援（特許等知的財産権利
化・維持支援、研究成果の公開と連携模索支援）

教育研究の高度化に対応した教職員及び学生に対
する啓発（知的財産、研究活動におけるリスクマ
ネジメント）

地場産業クラスターや産学連携推進協議会等の集
積拠点への参画による研究開発の促進

競争的資金（産学連携関係）への組織的な斡旋と
申請内容の多角的視点からのブラッシュアップ等
獲得支援

古書の整備 貴重書の表紙の破損修復

地域への情報発信 図書館連携による医療・健康情報企画展示

学修及び教育研究環境の整備を目
的とした蔵書構築プランの策定

蔵書構築プランの策定
蔵書構築マニュアルの作成

社会連携・社会貢献に関する活動
による教育研究活動の推進

教学IR(Institutional Research)
の推進

全学的教育改革の支援活動

教育、
研究関係
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Vision2020-2024 学校法人岩手医科大学中期計画の各部門における検証結果
資料1

入試制度改革の推進

学生募集に係る広報活動（広告掲載、進学相談
会、進学情報サイト掲載）

オープンキャンパスの開催

キャンパスライフガイドの作成

学生支援方針・指針の見直し

学生との意見交換

企業研究セミナー（学内合同企業説明会）

キャリア支援講演会・ガイダンスの開催

入学定員充足率向上を目指した広報活動の展開

国家試験合格を見据えた学習支援の強化

文部科学省補助金を活用した高額機器の整備

研究施設の利用者数増加のためのサービス内容の
周知

健康安全・危機管理対策総合研究事
業（厚生労働行政推進調査事業費補
助金）

岩手県における東日本大震災被災者の支援を目的
とした大規模コホート研究（平成25年度～令和2
年度）

災害対応医療人の育成 いわての師匠事業

東北メディカル・メガバンク計画 東北メディカル・メガバンク計画

岩手県ドクターヘリ運航事業 岩手県ドクターヘリ運航事業

岩手県こころのケアセンター事業 岩手県こころのケアセンター事業

いわてこどもケアセンター運営事
業

いわてこどものケアセンター運営事業

入試制度改革の推進と入学者の安
定的確保

医療専門学校の入学生確保と国家
試験合格率の高位維持

学生の希望を叶えるためのキャリ
ア支援体制の構築

補助事業及び
委託事業関係

研究施設（センター）における支
援体制の整備

学生支援体制の推進
教育、
研究関係
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Vision2020-2024 学校法人岩手医科大学中期計画の各部門における検証結果
資料1

外来運用の効率化に向けた取り組み

病棟運用の効率化に向けた取り組み

病院医療情報システム整備

医療経費削減に向けた取り組み

医師の労働時間管理の適正化に向けた取り組み
（医師の労働時間把握、相談受付体制の整備）

36協定等の自己点検（36協定の見直しと締結）

医師の労働時間短縮に向けたその他の具体的な取
り組み（医師への研修の実施、主治医制の見直
し、委員会・会議の見直し）

ガバナンスの向上等による運営基
盤の強化

①ガバナンス・コードに基づく法人運営の推進
②中期計画及び事業計画の実行と進捗・達成状況
等の管理

勤怠管理システムの導入 勤怠管理システムの導入について

附属病院移転に係る借入金の返済
と借入金利息の支払い

借入金利息の支払い（2034年6月まで）

資金計画のための財務分析 資金計画のための財務分析

資金運用方針の策定と資金運用の
実施

資金運用方針の策定

不動産の有効活用に向けた検討

物品（機器・備品等）の有効活用に向けた体制整
備

標準的な内部監査手続きの徹底

法人運営の効率化に資する内部監査の実施

内部監査に関する基本的事項の周知・有効性に関
する啓発

施設設備関係
建築物・建築設備維持運用にかか
る修繕（矢巾キャンパス外壁、熱
源修繕）

矢巾キャンパス第一次事業校舎の外壁調査及び修
繕計画立案

病院運用の効率化に向けた取り組
みの推進

医師の時間外労働規制に対する取
り組み

管理運営関係

本法人保有資産の有効活用につい
て

大学運営の適切性についての点
検・評価及びその結果に基づく改
善・向上に向けた監査の実施

診療関係
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Vision2020-2024 学校法人岩手医科大学中期計画の各部門における検証結果
資料1

建築物・建築設備維持運用にかか
る修繕（内丸メディカルセンター
入院棟屋上防水、自動火災報知設
備等修繕）

屋上防水修繕･2021年度修繕計画作成

臨床研修医等宿舎の整備 臨床研修医等宿舎の整備

（ウ）「計画どおり達成する見通しが立たない」事業（11事業）

創立120
周年記念事業
関係

内丸メディカルセンター新棟建設
計画（仮称）の推進

歯学部解体実施計画検討・内丸メディカルセン
ター新棟建設の基本構想検討

薬学部の適正な入学定員の設定とそ
の維持に必要な志願者の確保に向け
た取り組み

志願者及び入学者の増加を目指した学納金、奨学
金制度の制定

学生支援や学修支援制度の見直し

入学前教育

研究施設（センター）における支
援体制の整備

研究施設スタッフのスキルアップ

日本災害医療ロジスティクス研修

災害時実践力強化事業

災害医療研修会

建築物・建築設備維持運用にかかる修
繕（内丸キャンパス1号館車寄せ修
繕）

内丸キャンパス1号館車寄せ修繕

矢巾町・町道１号線の拡幅工事に伴
うＢ敷地駐車場出入口の盛替工事

矢巾町・町道１号線の拡幅工事に伴うＢ敷地駐車
場出入口の盛替工事

図書館防災対策 傾斜スライド棚取付

補助事業及び
委託事業関係

施設設備関係

災害対応医療人の育成

初年次教育の強化

領域 区分 中期計画 タイトル 2020年度の 主な実施事業等

教育、
研究関係

施設設備関係
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資料 2 

１ 

Vision2020-2024 学校法人岩手医科大学中期計画の一部変更等 

 

（１）変更 

ア 創立 120周年記念事業関係 

① 内丸メディカルセンター新棟建設計画（仮称）の推進 

イ 教育・研究関係 

① 大学院医学研究科における教育課程の充実 

② 医学部における教育の質の向上と学修成果達成に向けた医学教育の推進 

③ 薬学部の適正な入学定員の設定とその維持に必要な志願者の確保に向けた取り組み 

④ 全学的教育改革の支援活動 

⑤ 実習等に係る機器等（教養教育センター）の年次更新 

⑥ 教育設備（マルチメディア教室ノートパソコン）の更新 

⑦ 教育設備（矢巾キャンパス施設の視聴覚機器）の更新 

⑧ 古書の整備 

ウ 補助事業及び委託事業関係 

① 研究施設（センター）における支援体制の整備 

エ 管理運営関係 

① 高品質・高信頼な情報ネットワークの運用 

② 情報セキュリティ強化 

オ 施設設備関係 

① 建物別・建築設備維持運用に係る修繕計画（矢巾キャンパス） 

② 建物別・建築設備維持運用に係る修繕計画（内丸キャンパス） 

③ 矢巾町・町道１号線の拡幅工事に伴うＢ敷地駐車場出入口の盛替工事 

④ 図書館防災対策 

 

（２）追加 

ア 診療関係 

① 内丸メディカルセンター病院機能評価受審に向けての整備 

イ 施設設備関係 

① 内丸メディカルセンター施設等整備計画 

 

（３）中止 

ア 管理運営関係 

① 資金運用方針の策定と資金運用の実施 

イ 施設設備関係 

① 建築物・建築設備維持運用にかかる修繕（内丸キャンパス 1号館車寄せ修繕） 


